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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 606 31.7 18 ― 14 ― 13 ―
23年3月期第1四半期 460 1.9 △33 ― △32 ― △36 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 1.58 ―
23年3月期第1四半期 △4.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 2,913 549 18.8 66.27
23年3月期 2,890 536 18.6 64.74
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  549百万円 23年3月期  536百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,200 20.5 34 ― 22 ― 18 ― 2.17
通期 2,450 15.5 87 ― 60 ― 54 ― 6.51



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．２「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,353,645 株 23年3月期 8,353,645 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 66,014 株 23年3月期 65,693 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,287,734 株 23年3月期1Q 8,291,601 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料
Ｐ．２「経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の影響を大きく受

け、サプライチェーンの寸断による生産活動の停滞による輸出の落ち込みや個人消費の抑制、設備投資の先送りなど

急激なショック状態に陥りましたが、サプライチェーンの復旧とともに、景気は徐々に持ち直しの兆しを見せており

ます。 

当社を取り巻く事業環境としましては、建設関連、設備投資関連であり、依然として厳しい状況が続いております

が、平成23年度は２期連続の損失計上から脱却し、黒字転換を図ることが喫緊の課題であり、この目標達成に向け、

諸施策に全力で取り組んでまいります。 

主な施策としては、これまで先行投資をしてきた新製品の市場リリースによる新規市場の獲得、海外生産機能の構

築や中国をはじめとする東南アジア市場向けの販売ルートの構築、LNG関連などグループ企業連携による受注活動の

促進などを推進中であります。 

また、資材調達コストが上昇傾向にある中、一層の諸経費の削減により損益分岐点売上高の引き下げ、収益性の向

上に努めております。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高は606百万円（前年同期比31.7％増）、営業利益18百万

円（前年同期は33百万円の営業損失）、経常利益14百万円（前年同期は32百万円の経常損失）、四半期純利益13百万

円（前年同期は36百万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第１四半期累計期間の各セグメント別の業績動向は、次のとおりであります。 

（ウインチ） 

レンタル業界向けにベビーホイストが伸長したほか、太陽光発電用パネル設置工事向けの荷揚機「パネルボー

イ」が堅調に推移いたしました。また、東日本大震災の復旧工事に伴い、高所作業用の墜落防止装置であるキーパ

ーや瓦・屋根材荷揚げ用の荷揚機が増加したことにより、売上高は346百万円（前年同期比37.7％増）、セグメン

ト利益48百万円（前年同期比89.0%増）となりました。 

（コンベヤ） 

倉庫内の物流用のコンベヤや自転車駐輪場向け「サイクルベヤ」が好調であったことより、売上高50百万円（前

年同期比31.5%増）、セグメント利益5百万円（前年同期は4百万円の損失）となりました。 

（バランサ） 

東日本大震災の影響により関東以北の受注引き合いは低調に推移しましたが、西日本を中心に太陽光関連や燃料

電池、半導体関連などで需要回復の動きが見られ、これら好調な業種に的を絞り、提案営業による攻めの受注活動

を展開した結果、売上高172百万円（前年同期比57.0%増）、セグメント利益11百万円（前年同期は21百万円の損

失）となりました。 

（ロボット） 

物流業界の設備投資は低調であり、メンテナンスサービス中心の売上で推移した結果、売上高37百万円（前年同

期比38.4%減）、セグメント損失3百万円（前年同期は6百万円の利益）となりました。  

  

(2) 財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期会計期間末における総資産は2,913百万円となり、前事業年度末に比べ23百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、流動資産が原材料及び貯蔵品や受取手形及び売掛金の増加等により1,961百万円となり、前

事業年度末に比べ24百万円増加したことによるものであります。 

当第１四半期会計期間末における負債合計は2,364百万円となり、前事業年度末に比べ11百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、流動負債が支払手形の増加、短期借入金の減少等により1,708百万円となり、前事業年度末

に比べ23百万円増加したことと、固定負債が関係会社長期借入金の約定返済等により655百万円となり、前事業年

度末に比べ12百万円減少したことによるものであります。 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は549百万円となり、前事業年度末に比べ12百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、利益剰余金が13百万円増加したことによるものであります。  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月12日付「平成23年３月期 

決算短信（非連結）」にて公表いたしました業績予想数値に変更はございません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① たな卸資産の評価方法  

 当第１四半期会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前事業年度末に係る実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産のうち定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定し

ております。   

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 619,515 564,168

受取手形及び売掛金 741,883 775,904

商品及び製品 81,540 77,244

仕掛品 46,414 26,273

原材料及び貯蔵品 427,477 498,865

その他 21,032 19,762

貸倒引当金 △1,085 △1,130

流動資産合計 1,936,777 1,961,087

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 135,028 132,629

土地 723,755 723,755

その他（純額） 26,352 29,395

有形固定資産合計 885,137 885,780

無形固定資産 9,287 8,651

投資その他の資産   

投資有価証券 20,681 20,142

破産更生債権等 25,590 25,578

その他 38,209 38,169

貸倒引当金 △25,612 △25,600

投資その他の資産合計 58,869 58,290

固定資産合計 953,295 952,723

資産合計 2,890,072 2,913,810
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 430,639 511,773

短期借入金 1,050,000 976,000

関係会社短期借入金 1,703 1,768

1年内返済予定の長期借入金 6,250 41,000

1年内返済予定の関係会社長期借入金 120,000 120,000

未払法人税等 8,529 2,537

その他 68,033 55,883

流動負債合計 1,685,155 1,708,962

固定負債   

長期借入金 293,750 309,000

関係会社長期借入金 167,500 137,500

退職給付引当金 201,880 200,358

資産除去債務 2,360 2,360

その他 2,894 6,444

固定負債合計 668,384 655,662

負債合計 2,353,540 2,364,624

純資産の部   

株主資本   

資本金 897,498 897,498

利益剰余金 △356,158 △343,066

自己株式 △8,471 △8,495

株主資本合計 532,868 545,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,664 3,248

評価・換算差額等合計 3,664 3,248

純資産合計 536,532 549,185

負債純資産合計 2,890,072 2,913,810
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(2) 四半期損益計算書 
(第１四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 460,856 606,744

売上原価 369,919 463,810

売上総利益 90,937 142,933

販売費及び一般管理費 124,074 124,553

営業利益又は営業損失（△） △33,136 18,379

営業外収益   

受取利息 45 8

受取配当金 263 177

受取賃貸料 1,426 1,372

保険配当金 4,382 3,429

その他 1,598 254

営業外収益合計 7,715 5,242

営業外費用   

支払利息 6,183 7,602

その他 1,131 1,246

営業外費用合計 7,314 8,849

経常利益又は経常損失（△） △32,735 14,772

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11 －

特別利益合計 11 －

特別損失   

固定資産除却損 125 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,360 －

特別損失合計 2,485 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △35,209 14,772

法人税、住民税及び事業税 1,708 1,681

法人税等合計 1,708 1,681

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,917 13,091
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（注２）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。   

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注１）セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

（注２）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

  （単位：千円）

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 251,376  38,726  109,622  61,131  460,856  －  460,856

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  251,376  38,726  109,622  61,131  460,856  －  460,856

セグメント利益

又は損失（△） 
 25,420  △4,327  △21,388  6,964  6,669  △39,806  △33,136

△39,806

△39,806

  （単位：千円）

  
ウインチ コンベヤ バランサ ロボット 合計 

調整額 

（注１） 

四半期損益

計算書計上

額（注２）  

売上高        

 外部顧客への

売上高 
 346,038  50,928  172,118  37,659  606,744  －  606,744

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

 計  346,038  50,928  172,118  37,659  606,744  －  606,744

セグメント利益

又は損失（△） 
 48,044  5,922  11,163  △3,748  61,381  △43,001  18,379

△43,001

△43,001

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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